Intercept X for Server
Intercept X Advanced for Server、Intercept X Advanced for Server with XDR
および Intercept X Advanced for Server with MTR

Sophos Intercept X for Server は、最新のサイバーセキュリティの脅威からクラウド、
オンプレミス、
および仮想サーバーを保護します。
Sophos Intercept X for Server は、
サーバーのセキュリティに対して包括的な多層防御
のアプローチを採用しています。
強力な防御技術と可視性機能の組み合わせることで、
最新の脅威に対して最高の保護を組織に提供します。
未知の脅威を阻止

Intercept X for Server のディープラーニング AI は、
これまでに見られなかったマルウェアの
検出とブロックに優れています。
これは何億ものサンプルからファイル属性を調査し、
シグネチャ
を必要とせずに脅威を特定することで実現されます。

ランサムウェアのブロック

主な特長

Ì クラウド、
オンプレミス、
および仮想
サーバーの導入の安全を確保

Ì ディープラーニング AI を活用して
未知の脅威を阻止

Intercept X for Server には、
ランサムウェア攻撃で使用される悪意のある暗号化プロセスを
検出してブロックする高度なランサムウェア対策機能が含まれています。
暗号化されたファイル
は、安全な状態にロールバックされ、業務の生産性への影響を最小限に抑えます。

Ì ランサムウェアをブロックし、
ファイル
を安全な状態にロールバック

エクスプロイト対策テクノロジーは、攻撃者によるデバイスの侵害、認証情報の盗取、
マルウェア
の配布に使用されるエクスプロイト技術を阻止します。
Intercept X for Server は、攻撃チェーン
全体で使用される手法を阻止することで、
ファイルレス攻撃やゼロデイエクスプロイトから組織
を安全に保護します。

Ì EDR を使用して重要な IT 運用や脅威
ハンティングに関する質問に回答

エクスプロイトを防止

サーバーを制御

必要なものだけが実行できることを確認してください。
サーバーロックダウン (ホワイトリスト)
により、承認されたアプリケーションのみがサーバー上で実行できるようになります。
重要なファ
イルを不正に変更しようとすると、
ファイル整合性の監視により通知されます。

幅広いクラウド環境を把握

マルチクラウドのインベントリ全体を表示し、セキュリティを把握します。
クラウドワークロード
だけでなく、S3 バケット、
データベース、
サーバレス機能などの重要なクラウドサービスも検出
でき、疑わしいアクティビティや安全でない導入を特定し、セキュリティギャップを埋めます。

Ì 攻撃チェーン全体で使用されるエクス
プロイト手法を防止

Ì XDR* でファイアウォール、
メール、
そ
の他のデータソースを表示して活用
Ì S3 バケットやデータベースなどの
幅広いクラウド環境の把握と保護

Ì フルマネージドサービスとして提供さ
れる24時間年中無休のセキュリティ
を提供
*

Sophos Cloud Optix と Sophos Mobile XDR

の統合がまもなく開始します

Intercept X for Server

EDR (Endpoint Detection and Response)

Sophos EDR は、IT 管理者およびサイバーセキュリティの専門
家向けに設計されており、重要な IT 運用や脅威ハンティングの
質問に答えます。
たとえば、
アクティブな RDP セッションを持つ
サーバーを特定したり、
クラウドセキュリティグループを分析し
て、
パブリックインターネットに公開されたリソースを特定した
りします。

XDR (Extended Detection and Response)

サーバーやエンドポイントを超え、
ファイアウォール、
メール、
そ
*
の他のデータソースを取り込みます 。
組織のサイバーセキュリ
ティ対策を総合的に把握し、詳細なドリルダウンを行うことが
できます。
たとえば、
オフィスネットワークの問題と、
その原因と
なっているアプリケーションを把握します。
*

Sophos Cloud Optix と Sophos Mobile XDR の統合がまもなく開始します

機能
基本的な保護
(アプリの制御、動作検出などを含む)

次世代型の保護機能
(ディープラーニング、
ランサムウェア対策、
ファイルレス攻撃保護などを含む)
サーバー制御
(サーバーロックダウン、
ファイル整合性の
監視などを含む)

CSPM
(クラウドのセキュリティ状態を管理 – 幅広い
クラウド環境の把握と保護)

Managed Threat Response (MTR)

ソフォスの専門家チームが、
24 時間年中無休の脅威ハンティング、
検出、
対応サービスを提供します。
ソフォスのアナリストは、
潜在的
な脅威に対応し、
感染の痕跡を検索し、
いつ、
どこで、
なぜ、
どのよ
うにして何が発生したかなど、
イベントに関する詳細な分析を提
供する必要があります。

わかりやすい管理機能

Intercept X for Server は、
すべてのソフォスソリューションのク
ラウド管理プラットフォームである Sophos Central を介して管
理されます。
すべてのサーバー、
デバイス、製品を単一の画面で
管理できるため、
クラウド、
オンプレミス、仮想やそれらが混在し
ている環境で簡単に導入、設定、管理を行うことができます。

システム要件

最新情報に関しては、Windows と Linuxのシステム要件を参
照してください。
Linux の機能の詳細については、Linux データ
シートを参照してください。
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EDR
(Endpoint detection and response)

XDR
(Extended detection and response)

Managed Threat Response
(MTR – 24時間年中無休の脅威ハンティング
および対応サービス)
MTR Advanced
(リードレスのハンティング、専用連絡先など)
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